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Ｄｏｍｅｓｔｉｃ Ｖｉｏｌｅｎｃｅ ｉｓ ａ Ｃｒｉｍｅ 
虹の会DV研究会 

 昨年１２月末に４歳と１０ヶ月の二児の日本人母

親の方が別居中の夫に口論の末、暴力を振られ、殺

害され放置された残忍な事件が報道されましたが、

記憶に残っている方もいらっしゃると思います。 

 

 彼女は長い間、お酒を飲むと暴力を振るう夫との

毎日の生活に恐怖でおびえながら暮らし、警察を呼

んだこともあったとか。その後、施設に入居した

り、家に戻ったりを繰り返したようですが、残念な

事にこんな悲惨な事件になってしまいました。 

 

 このような事件が二度と起こらないように、被害

者の方の死を無駄にしない為にも、私達はＤＶに関

してもっと知るべきことがたくさんあるのではない

かと数人が集まり、勉強会を始めました。 

 

１．ＤＶとは 
 まず、ＤＶの定義を調べ

てみると、結婚や同棲・恋

人の相手から受ける身体へ

の暴力のみならず、下記の

４項目があります。重要な

点は、普通の（夫婦）喧嘩

とは異なり被害者が少しで

も怖いと思う事です。 

 

Ａ．個人の人格を認めず所有物のように扱う。           

              （Possessivenes） 

 1. パートナーがどこで何をしているか、誰と一 

  緒か常にチェックする。 

 2. パートナーがどこで誰に会うか、行動の制限 

  をする。 

 3. お金を一切渡さない又は金銭的にコントロー 

  ルする。 

 

Ｂ．嫉妬（Jealousy） 

 1. 理由もなくパートナーが忠実でなく浮気をし 

  ているととがめる。 

 2. 暴力的で不快な態度を示し、家族や友達から 

  切り離す。 

 

 

Ｃ．けなす（Put down） 

 1. パートナーを公衆の面前や家庭内で知性や 

  ルックス、能力などを屈辱的に攻撃する。 

 2. 常に他者とパートナーを否定的に比べる。 

 3. パートナーとの関係の中ですべての問題は 

  パートナーに責任があると非難する。 

 

Ｄ．脅威と脅し（Menace & Threats） 

 1. 怒鳴る、不機嫌に黙りこくる、故意にパート 

  ナーの大事にしている物を壊す。 

 2. パートナーやその家族、友達やペットなどに 

  暴力を振るう。 

 3. 性的強要・暴行をする。 

 
２．対処方法 
 最も大切なことは被害を受けているあなたと子供

の安全性のことです。安全な住居を得ること、危機

からの解決法、子供のこと、金銭的な問題など、

“Safety Plan”について誰かに相談するべきです。

具体的な対策は以下の通りです。 

 

１．何が起こったかを日記に細かく記しておく。 

 言語暴力は特に証拠 になり難いので、実際にどう

いう事を言われたかを記載して下さい。特に“浮気

したら殺してやる”とか“子供に二度と会わせない

ぞ”などの脅迫。これはその時どうしたらいいか

迷った時でも、後から自分の身を守るためにパート

ナーを訴えようと思った時などに役に立ちます。後

記で説明するＶＲＯを取得する時や警察に訴える時

など。 

 

２．怪我をさせられた場合、直ちに医療機関に助け

を求め、医師に何が起こったかを説明し、診断書を

書いて貰い、オリジナル＋コピー（信頼出来る人へ

預ける）を保管する。 

 

３．怪我の具合や、所有物損傷などの証拠となるも

のを写真（携帯のカメラもＯＫ。でもくれぐれも

パートナーから見つからないように）に撮り、コ

ピーを信頼できる人へ預ける。 

 

 

ー自分と子供を守るためにー 
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４．もし、SMSや留守電などで脅迫されたら、メッ

セージを保管しておく。 

 

５．前もって信頼できる人にお金やパスポートなど

の重要な書類のコピーや予備の鍵など必要と思われ

る物を預けておく。 

 

６．事前に個別の銀行口座を作っておく。 

 

７．身に危険を感じ、家に留まっていることが安全

ではない時は、直ちに信頼のおける親戚、或いは友

達に助けを求めるか、専門機関に連絡をし、シェル

ターを紹介してもらいましょう。 

 

８．緊急に家を出る場合、パスポート、運転免許、

子供の出生証明、結婚証明書、銀行口座の明細、ク

レジットカード、医薬品、法的に必要な書類

（certified copyをJustice of the Peaceを介して

作っておく事をお勧めします）衣類やその他必要な

物すべて、前もってリストにしておき、持ち出すよ

うにするようにしましょう。一度家を出ると、簡単

には所有物も取りに行けない状態になるからです。 

 

９．しかしやむを得ず取りに行く場合は、警察に

‘Police Stand by’（エスコート）を電話で予約して

より安全な行動をとりましょう。数回電話しないと

来てくれない場合が多いですが気長に電話してくだ

さい。この場合最高でも30分くらいなので家具など

の運送時などは難しいかと思います。 

 

１０．自分や子供の身の安全を守るためにLegal Aid

や警察などの機関を通して加害者の相手にViolence 

Restraining Order(ＶＲＯ：暴力行為拘束勧告令ま

たは接近禁止令）を出してもらうことになることも

あるでしょう。これは裁判所から出された法令で、

加害者があなたに接近や連絡をしないようにさせ、

あなたへの暴力や罵倒などの脅かしから守ってくれ

るものです。その他に子供の親権のこと、あなたの

ビザに関してのこと、離婚についてなど法律的にい

ろいろな問題があると思います。必ずLegal Aidのよ

うな機関から専門のアドバイスを受けられたら良い

でしょう。 

 

 オーストラリアではＤＶを子供の前でやる事自体

が犯罪になります。Department for Child Protec-

tionに相談するのも良いでしょう。たとえ母親のみ

が被害者でも子供を守る義務があります。子供の立

場になって勇気をもって行動に移してください。 

 

 パースには２０箇所以上のシェルターがあります

が大体どこもNon profit organisationが経営してい

るので料金がかかります。一泊＄20くらいでしょ

う。CentrelinkからRent assistanceというのがお

り、シェルターのスタッフが手続きの手伝いをして

くれると思います。それ以外にもＤＶの教育、ＶＲ

ＯやPolice Stand byの手配、アパート探しの手伝い

などしてくれます。ただ利用者が多いのですぐに入

れない場合も多いみたいです。手順としてはまず最

初に本当のＤＶかどうか調べるためスタッフが

“Phone assessment”をします。この時決め手にな

るのが最後にＤＶにあったのはいつかという事とど

ういうＤＶをされたか、そして子供の年齢などを聞

かれますが場合によっては空きがあっても入れない

時もあります。また予約制ではないので毎日電話す

ることになります。入ってからは友達なども尋ねて

いけないようです（外では会える）。 
 
３．問い合わせ先  

 

●法律的な相談 

1．Legal Aid Domestic Violence Legal Unit  

           (8:30am-4:30pm) 9261 6254 

 主にＶＲＯや親権の相談。所得がない人（専業主

婦など）には無料で弁護士/カウンセリング をつけ

てくれる。通訳サービスあり。 

 父親がOZの場合自分に子供の全親権がない場合

（Full Custody）許可なしで子供を日本に連れて帰

るのは違法になるようなのでこのような状況のとき

は相談してください。 

 

2．Family Violence Service 9425 2455   

        （パースのCentral Courts内） 

 他の地域のMagistrate Court内にもある。法廷で

ＶＲＯをとる時、書類作成の手伝いをしてくれる。

Safety Planもたててくれ、シェルターの紹介もして

くれる。午前１０時までには行きましょう。通訳の

予約可。またDuty Lawyerもいるので一人で法廷に立

ちたくない人はぜひ相談してください。【無料】 

http://www.victimsofcrime.wa.gov.au/F/

family_violence_service.aspx?uid=4170-2512-7364

-4335を参照してください。 

 
●シェルター、住居、カウンセリングなど 

3．Multicultural Women’s Advocacy Service 

（Perth, Gosnells, Mirrabooka, Fremantle and 

Rockingham《9:00am-4:30pm》）9328 1200 or 9227 

8122  
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 カウンセリング、ビザ、VRO、親権、Safety 

Plan、スタッフがMulticulturalだから安心。通訳

の予約可。オススメ。【無料】 

例：ビザの種類によってはDVの場合オーストラリ

アに住みつづける事ができる場合があるので、

“お前を追放してやる”などの脅迫におびえてい

ないですぐここに相談してください。 

 

4.  Kids Help Line  1800 551 800 

 18歳までの子供の心のケアー。目に見えなくて

も子供もとても傷ついています。【無料】 

 

5．Crisis Care   

       9223 1111 or Free call:1800 199 008    

 Department for Child Protection に繋がって

いる。シェルターの紹介。やむを得ない場合はホ

テル1泊提供してくれたりタクシーの手配をしてく

れる。【無料】 

 

6．Police  

000(if life threatening emergency) or 131444  

 暴力を振るわれなくとも身の危険を感じたらす

ぐに通報。子供にも日ごろからかけ方を教えてお

くのもいいでしょう。近くの警察所に相談するの

も良いでしょう。 

＊もし英語に自信がなくてもCall on Callと言う

無料の通訳サービスで(Phone：9225 7700)電話通

訳をしてくれます。 

 尚、各専門機関へ連絡した際、日時・対応者・

内容を日記に書いておくと繰り返される電話での

やり取りに役立ちます。 

 

４．最後に 
 まず、自分と子供の安全、幸せを一番に考え、

心を開いて、勇気を持っていろいろな組織の、

様々な人の力を借りて、新しい生活に踏み出して

欲しいと願います。あなたには安全に生きる権利

があります。 

 国際結婚の場合、最初は“文化の違いかもしれ

ない、、、”などと思いがちですが何度もあった

り、事がエスカレートしていく場合は恥ずかしい

と思わないで相談してください。また“彼はお酒

飲む時だけ怖い”とか“殴られても後でやさしく

してくれる”という事が続くと現実離れしてしま

い、実際ＤＶの世界に入っている自分が見えなく

なることが多いと言われているので“Reality 

Check”という事で友達に話すことも大切でしょ

う。隣近所の人にも助けを求められるようにお願

いしておくことも大切です。ある統計によるとＤ

Ｖの被害者は５人に１人、そして９回暴力を振るわ

れないと逃げる一歩を踏まない（踏めない）そうで

す。悩んでいるのはあなただけではありません。 

 １０月の半ばに西オーストラリア政府の最高法務

官が故殺罪に対してもっと厳しい刑に処すると言う

法律を発表しましたが、残念ながら文頭の事件の加

害者には、９月２０日に刑が言い渡され、このよう

な非道な殺人でも、僅か５年の刑、それも２年と

数ヶ月で仮釈放と言う余りにも軽すぎる刑が言い渡

されました。 

 西オーストラリアでは、毎年１８人から２４人の

人が自分の家族の手で命を落としているそうです。

今年もWomen’s Council for Domestic and Family 

Violence Servicesと言う機関が１１月２３日 １０

時３０分よりStirling Gradens(Cnr Barrack St 

and St Georges Tce)で家庭内暴力で尊い命を亡く

した人々の冥福を祈ってSilent Memorial March 無

言の追悼マーチが行われます。現在パースでは国際

結婚した若い日本人が増えており、今後この様な問

題が増加すると考えられ上記の情報が少しでもお役

に立てれば幸いです。 

 最後にこの記事を監修して下さいましたＤＶ専門

機関のスタッフの皆様へ厚くお礼申し上げます。 

 

自社便あり、市内引っ越し、他州向け、各国向け 

航空便、船便のお引っ越しもお取り扱いしています。 

土曜日も営業しています 

電話 0400-454-644（日本語） 
www.cubeit.com.au/cubeit/city_perth/ 
インターネットで予約できます 

引越しならキューブに 

ご相談下さい。 

お見積もり無料。 

国内引越、海外引越。 

引越しならキューブに 

ご相談下さい。 

お見積もり無料。 

国内引越、海外引越。 
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 ニュースレターへの広告掲載について 

「虹の会」では貴重な資金を得るために、広く広告を求めて

います。皆様のご協力をお願いいたします。 

 なお、「虹の会」ニュースレターの広告代金は以下のとおり

です。 

（発行部数＝１回＝７５０部） 

    Ａ４     全ページ    ３００ドル 

    Ａ４     半ページ    １５０ドル 

    Ａ４    1/4ページ    １００ドル 

日本よりパースに来て、半年になります。まだま

だ知らないことも多いのですが、日本で食の仕事に

携わっていたこともあり、スーパーへ行って食材を

見たり、試してみるのも一つの楽しみになっていま

す。 

 

 今回はこちらでの食材を使い、簡単な和食を作っ

てみました。皆様「孫にはやさしい」という言葉を

ご存知でしょうか？ 

 

 私は時々この言葉を思いだし、献立をたてていま

す。「ま」-豆、「ご」-胡麻、「に」-肉、「は

（わ）」-若布（海藻）、「や」-野菜、「さ」-魚、

「し」-しいたけ（きのこ）、「い」-芋。 

 一日を通してこれだけの食材をバランスよく摂取

するというものです。以下に献立と出来上がった料

理を添付いたしました。 

 

献立   

●すまし汁  

（若布、葱、マッシュルーム） 

●鮭ちらし寿司 

（鮭、胡瓜、胡麻、錦糸卵、さやえんどう、海老） 

●煮物 

（じゃが芋、人参、豆、さやいんげん） 

 

（補足） 

「孫にはやさしい」（肉あるいは魚）全ての食材が

入っています。 

蛋白源として今回は魚を選び、鮭フィレ（200ｇ

孫にはやさしい献立 
岩下 真知子 

 

 

 

$6）を2枚に切り、ふり塩をし、フライパンにオー

ブンシートをしき、焼き上げたものをほぐしまし

た。胡瓜は塩もみし軽く絞りました。胡麻は中国産

のものです。炒って寿司めしにいれて香りを出しま

した。 

芋、豆類は種類も豊富で美味しいので、今回の

じゃが芋は「royal blue potato」を、豆は缶詰の

「beans butter」を使いました。豆を、出汁・醤油 

・ブラウンシュガー・少量の塩で和風に煮るのも、

美味しいものです。若布類はなかなか手に入らない

ようです。 

海藻はミネラル、食物繊維などを多く含む「海の

野菜」といわれています。 

血圧を下げ、老化防止にも効果的です。乾燥もの

は軽量で、日本へ帰られた折、又は 

何かの折に送っていただくことが可能であれば、

常備しておくとよい食材だと思います。 

ちらし寿司というと、具材がたくさん入りめんど

うな気がしますが、簡単であっさりした寿司になっ

ています。 

 鮭は青背魚として、血液をサラサラにし、一説に

よると頭も良くなるそうですから、子供にもおすす

めです。寿司ロールなどで「酢」の味にも親しまれ

ていらっしゃるようなので、オーストラリアの方に

もおすすめです。 

 日常、肉 油脂類を摂取

しがちですから、こちらで

の食材を活かし、時々

「胃」に優しい手軽、安

価、それでいて祝い事にも

使えそうな、このような和

風の献立はいかがでしょう

か。 
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「サポートネット虹の会」の新年度が９月から始

まりました。 

 １０月７日に第１１回「虹の会」定時総会が

パース日本語キリスト教会で開かれ２０１０年度

の活動報告、決算、２０１１年度の予算案、活動

計画案が承認されました。これに伴い、新年度の

活動が正式に始まります。 

 なお、役員改選が行われ、下記のように決まり

ました。 

 

会長    大槻慎一 

副会長   デービス靖子 

事務局長  キリヒレヒナー裕子 

会計長   中嶋奈津子 

理事    ヤング スティーブ 

理事    永田俊策 

理事    北原千江子 

理事    ウエブスター陽子 

理事    マイヤー真生 

会計監査  細川貢司 

 

 理事のモナハン真千代さんと松田真一さんは退

任、新任はウエブスター陽子さんとマイヤー真生

さん、監査役に細川貢司さんになりました。 

 

■新理事のご挨拶 

 

 マイヤー真生 

 

--心のつながりと橋渡しを目指して-- 
 振り返ってみると、いつの間にか自分の人生の

内、半分以上が海外生活となってしまって今日に

至ったことに最近ハッと気がつきました。子育て

奮闘で夢中だった時期を終え、様々な面で少し心

の余裕が出て来たところです。そんな中、今まで

は縁のなかった日本人コミュニティーとのつなが

りの大切さを強く感じるようになりました。 

 今回正会員として参加させていただき、又、理

事としてお手伝いが出来るという機会にも恵れ、

感謝しております。ボランティア活動は初めてで

未熟ですが、外国での子育て経験、医療秘書や日

本語教師の経験を通して学んだ多くの事柄をどこ

かで何かに役立つことが出来れば幸いです。 

 

 ウエブスター陽子 

 

 新しく虹の会の理事及びプレイグループのリー

ダーに選ばれました陽子ウェブスターです。 

 虹の会が日本の歌や遊びやお話また簡単な工作な

どを取り入れた楽しいプレイグループを行い、同時

に外国に住む若いお母様方の悩みや子育て相談など

のお役にも立てていけますようがんばりたいと思っ

ています。いろいろ学んでいくことも多いと思いま

すがどうぞよろしくお願いいたします。 

 

■恒例のお好み焼き店 出店 

 

 今年から日本人会と日本人学校主催で行われます

チャリティーイベントに，恒例となりました虹の会

のお好み焼き店を出店します。今年も懐かしい「ふ

るさとの味」をお楽しみください。 

 

日時：１１月２７日（日） 

   午前１０時から午後３時まで 

場所：パース日本人学校     

   (20 Kalinda Drive, City Beach  6015) 

 

■虹の会サンデーマーケット 

 

 今年３月１１日に発生した東日本大震災のあと、

虹の会では３月２０日に行われたサンデーマーケッ

トで、全売り上げと募金を、義捐金として送りまし

た。 

 先日の総会で来年３月のサンデーマーケットにつ

いて話し合いましたが、来年３月１１日はちょうど

日曜日にあたり、この日を来年のサンデーマーケッ

トの日にすることが決まりました。年末年始、大掃

除のときに出ました不用品や、引越しなどで使わな

くなったものなどご家庭にありましたら、虹の会ま

でご連絡ください。 

 

◆代   表 ０４０３ ５３０ ９２８ 

◆事 務 局 ０４０３ ５３０ ９２７ 

◆ケアチーム ０４０３ ５３０ ９２５ 

事務局だより 
キリヒレヒナー 裕子 
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  メンバーズコーナー 

聖書の学び会 
 家庭集会 （火）10時から 

 ウエストリーダービル教会 （金）10時から 
 

無料英会話教室 
   月曜日～土曜日 2時間 と聖書30分 

 

                                日曜集会 
                           ウエストリーダービルの教会    1時から

  

                            カウンセリング 冠婚葬祭も 

                              いたしております。 

新刊本「宣教師が観た天皇制とキリスト教」 

 も取り扱っております。 

                

                                       連絡先（担当：ヤング） 

          0413 243 065 / (08)9448-8755  

                         www.freeenglishclasses.org 

                       101 Kimberley. St. 

                      West  Leederville 

B Y O  
Corkage $3 per bottle 

Telephone Orders 

9332 - 0388 

We accept Eftpos, Visa & Master cards 
 

Shop 4 / 110 Parry Avenue Bull creek WA 6149 
Parry Place Shopping Centre 

 

Trading Hours 

Lunch   Tuesday - Friday  11 am - 2.30 pm  
Dinner   Tuesday - Sunday   5 pm - 9 pm 

Monday and Public Holidays Closed 

K A I  J A P A N E S E  

 
ルーカス 祐子  

 

 今から６年前、耳の聞こえない国際ラリードライバーの日本

人女性のため筆談で通訳をしたのが、私の協力会員としての初

めてのお手伝いでした。 

 プレイグループ支援が始まり、レギュラーで活動するように

なったのを機に、子育ても一段落したことですし、今年から正

会員にさせていただきました。昔から子供と動物には好かれや

すく、自然体で楽しみながら、でも、毎回考えさせられること

が山のようにあります。どうぞよろしくお願いします。 

マクレーン あきこ 

 日本では看護師をしていましたが、こちらでは英語の壁が高

くなかなか免許の切り替えができておりません。現役の時は痴

呆のある高齢者の方のケアや退院に向けての自立支援などをや

りがいを持って仕事をしていました。虹の会へ入会するきっか

けは東日本大震災でした。個人よりも虹の会の組織の一人とし

ての方が効果的に活動できると思ったからです。私に出来る事

をがんばっていきたいと思っていますのでよろしくお願いいた

します。 
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こんなサービスを一緒にやっています 

業 務 提 携  

  「サポートネット虹の会」では、二つの現地社会福祉法

人、「ボランティア・ホームサポート」及び「ピープル・フー・

ケア」と以下の業務提携をしています。提携先のサービス

を申し込まれる場合は「虹の会」の0403 530 927におかけ

ください。連絡や問い合わせは「虹の会」の担当者がいた

しますので、言葉の心配は要りません。 

 初めてのお申し込みの時に、年齢、住所、家族構成、障

害などの有無、程度、お申し込みの内容、ご希望などを質

問させていただきます。該当しない方の場合はお断りする

ことがありますので、ご了承ください。クライアントの資格は

65歳以上、または年齢に関係なく、障害をお持ちの方に

限っております。若い世代の人との同居の場合は対象外

となります。 

提携業務内容 

(1) 運転代行(送迎)、(2) 簡単な家の修理など、(3) 庭仕事

（雨樋の掃除も含まれます）、(4) 家の掃除、(5) 買物、(6) 

その他。 

 これらのサービス業務は提携先が行い、「虹の会」はご

紹介と連絡のみをいたします。サービス業務には実費程

度の格安のサービス料金を支払いますが、それぞれの値

段はお問い合わせの際にご説明します。これらのサービス

料金は両団体の収入となります。 

私 達 の サ ー ビ ス 内 容  

（１）生活情報の提供 移住後間もない方、学生、ワーホリの方たちのために。 

（２）医療情報の提供 医療システムなどが分からない方たちのために。 

（３）介護支援  一人住まいの方が、病気になったときの見守りなどをケアチームがサポートします。 

（４）妊娠・出産サポート   妊娠直後～生後３ケ月のお子さんを持つ親へのサポートをします。 

（５）子育て相談 子育てに関しての悩み事などのご相談、何でも結構です。 

（６）病院、ナーシングホームなどへの見舞い、お手伝いなど 

お近くに入院なさっている方がいて、訪問、お手伝いなどを希望される方。 

（７）プレイグループへの支援  日本人プレイグループへの支援を行なっています。 

（８）その他のサポート （１）～（６）以外のサポートにも相談に応じます。 

（９）電話相談 上記（1）～（７）までの相談事を含む、さまざまな電話相談を行っています。外国暮らしの中

で困ったこと（例えば、ドメスティック・バイオレンスなどの緊急避難や子育てに関する）、悩

み事をおもちで相談相手の欲しい方、生活上のヒントなどをお求めの方は、お気軽にご連

絡下さい。 

                 代      表   0403 530 928        Mail    info@nijinokai.com.au 

                 事 務 局   0403 530 927 

                                     ケアチーム   0403 530 925 （介護の相談、要請） 

お寿司と言えば、やっぱり ジョーズ 

回転寿司＆テイクアウト 

Hay St Mall 店 
726 Hay St  

T- 9481 1445 

回転寿司＆テイクアウト 

East Perth 店 
323 Hay St  

(パース造幣局向かい） 

T- 9225 4573 

どこでも手軽に手巻き寿司 

Forrest Chase 店 
Shop16, Forrest Chase Myer 

T- 9218 8122 

テイクアウト用各種弁当 

London Court 店 
Shop48, London Court 

T- 9221 9241 

大好評！パーティ用寿司プラッター各種あり 

お好みに合わせた盛り合わせも可能 

お気軽にご相談下さい 
Tel.9481-8280  /  Email.jawsoffice@iinet.net.au 

  www.Jawssushi.com.au 

ホールセール&ケータリング 

Osborne Park店 

Unit 9, 2 Powell Street 

Ｔ-9444 5836 
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 西暦2000年代に入り、地球を取り巻く環境や社会が大きく

変わりつつあります。世界一美しい都市、最も住みたい街と

いわれるパースにおいても例外ではありません。 

 私達の社会生活には、数々の思わぬ困難が待ち受けて

います。パースに住む私達日本人は、互いに手を差しのべ

あってよりよい生活を目指し、受け手としてではなく、自らが

その担い手となって築いて行く社会を目指したいと思いま

す。 

 また、パースの日本人社会も、国際結婚による若い方が増

え、高齢者の独り住まいのケアはもとより妊娠出産や子育

てサポートも需要が高まっています。オーストラリア政府

による保障に頼るだけではなく、邦人として出来得ること

は何かを模索しなければなりません。 

 人は本来、不安と淋しさの中で闘っています。その不安

と淋しさを誰もが独りで克服できるとは限りません。互い

に支え合い、労わり合い、慰め合って、不安と淋しさを乗り

越えることも可能になるでしょう。 

 「サポートネット虹の会」は、「私に何かお役に立てること

はありませんか」の精神に則り、個人の自立を支援し多様

性を認め合う、優しい社会作りを目的に設立されました。 

社会福祉法人 

サポートネット 虹の会 
設立趣旨および目的 

「虹の会」の会員になりませんか 

「虹の会」には次のような会員の種類があります。 

日本語が話せれば、国籍に関係なく誰でも参加できます。入会

希望者は「虹の会」事務局（0403 530 927）に御連絡くだされば

入会申込書を差し上げます。 

（１）ボランティア会員 

正会員 １年以上ボランティア活動が出来る方 年会費 ３０ドル

準会員 １年未満ボランティア活動が出来る方 年会費 ２０ドル

学生会員 学生ビザを所有している方       年会費 １０ドル 

（２）賛助会員 

会の趣旨に賛同し、経済的な援助をしてくださる個人（１口２

０ドル）、及び法人（１口３０ドル）。 

（３）協力会員 

通訳、弁護士、医師、看護師、介護師、等の資格、経験を生

かして会の活動に応援、協力をしてくださる方。（年会費は不

要です） 

（４）登録会員 

現在（又は近い将来）、会の介護サポートを受けたい方。（年

会費は不要です） 

編集だより 

メルボルン   1800-777-313 
ケアンズ     1800-688-909 
ブリスベン   1800-666-019 
ゴールドコースト1800-686-099 
シドニー    1800-355-855 

 
日本語医療センターネットワークで
同様のサービスが受けられます。 

海外旅行保険加入者は、医療費（専門医を含む）及び 通訳、 

薬品、レントゲン、血液検査等の費用が一切かかりません。 

●日本人通訳が常勤しており、言葉の心配は全くありません。 

●女性医師、日本人看護婦がおります。 

●その場で薬を受け取れます。（日本語の説明付き） 

●保険に入っていない方でも低料金で診察を受けられます。（通訳付きも可） 

●全科（歯科をのぞく）の診療が可能です。 

●混雑を避けるため予約制となっておりますが、緊急時は常時受付いたします。 

予約受付 ・ 診療時間 

（月～金） 午前 ８時～ 午後 ５時 （土） 午前 １０時～午後 ３時 

パース 日本語フリーダイヤル 

1800-777-313 
Level 1, 713 Hay Street Perth WA 6000  TEL: 9486 4733  FAX:9321 4778 

日本語で 

診察 

 “事務局だより”でもお知らせしていますが、ただいま我々は東日本大震災支援の日本人学校での「チャリティー祭」へ出店

する「お好み焼き店」の準備に追われています。昨年までとは営業時間、店舗の場所、出店者数、催しものなど、細部にわ

たって変わりましたので、我々も予測が付き難い部分が多く、頭を悩ましています。結果がどのようになるかはともかく、今年

も“美味しい”と言われるよう頑張ります。是非当日は皆様お越しください。そして、年が明けてからではありますが、震災から

ちょうど一年の3月11日に行う、これまた売り上げ全額を震災への義援金とするサンデーマーケットが控えています。詳細は

次号（２月末発行）でも、お知らせいたしますが、既に我が家のガレージには、ご寄付いただいた一部の品物が控えていま

す。どうか被災者のために不用品のご寄付をよろしくお願いいたします。                       事務局 永田 

送金は、小切手もしくは銀行振込にてお願いいたします。小切手

宛先 ＝ Support Net 'Niji No Kai' Inc. 

送り先 ＝ P.O. Box 1171, Nedlands, W.A. 6909 

銀行振り込みの方はこちらへ。 

口座名 : Support Net 'Niji No Kai' Inc. 

BSB No. : 016370   口座 No. : 3483 45499 (ANZ 銀行） 

尚、銀行振り込みの場合、振込人が特定できない場合がありま

すので必ず info@nijinokai.com.au もしくは事務局  

0403 530 927までご連絡願います。 


